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報道発表資料 2021年 12月 13日 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

全国 223,773票の応募の結果、今年の世相を表す漢字一字が決定！ 

2021年「今年の漢字®」第１位は 「金」 
～コロナ禍にひときわ輝いた明るいニュースで 2016年以来 4度目の「金」～ 

 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部：京都市東山区／代表理事：山崎 信夫）は、皆様に漢字の

奥深さと意義を再認識していただくための活動の一環として、毎年年末に今年一年の世相を表す漢字一字

とその理由を全国から募集し、最も応募数の多かった漢字を、京都・清水寺の森清
せい

範
はん

貫
かん

主
す

の揮
き

毫
ご う

により発表

し、奉納の儀式を行っていただいています。 

本年も、11月 1日（月）から 12月 6日（月）までの期間、2021年の世相を表す漢字一字とその理由を全国

から募集した結果、223,773票（※昨年 2020年は 208,025票）の応募をいただき、「金」が 10,422票（4.66％）を集

めて、2016 年以来 5 年ぶり 4 度目の第 1位となりました。2 位には僅差で「輪」が続き、トップ 20 には、昨年

同様コロナ禍を象徴する漢字がランクインした一方で、「楽」「希」「明」といった明るいイメージを持つ漢字が

上位に並びました。（詳細は 2ページ目に記載）。 

⚫ コロナ禍で開催された東京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が多数の「金」メダルを獲得した 

・新型コロナウイルス感染症の感染再拡大が危ぶまれ、直前まで実施可否が議論となるなか開催された東京

オリンピック・パラリンピック。1年の延期と無観客開催という異例の状況下でも、日本人選手がオリンピックで

史上最多の 27 個、パラリンピックで 13 個の「金」メダルを獲得した。柔道では阿部兄妹、新種目のスケート

ボードでも男女ともに「金」メダルを獲得するなど、史上初の偉業にも注目され、コロナ禍にあって明るい話

題をもたらした。 

⚫ 各界で数多くの「金」字塔が打ち立てられた 

・大谷翔平選手が大リーグ MVP を満票で受賞するなど、リアル二刀流でシーズンを通して活躍、さらに松山

英樹選手の日本人初のマスターズ制覇、藤井聡太棋士の最年少四冠達成など、国内外でこれまで成し得

なかった多くの「金」字塔が打ち立てられた。 

⚫ コロナに絡む給付「金」、新紙幣や新 500円硬貨など、お「金」にまつわる話も 

・飲食店への休業支援「金」・給付「金」、子育て世帯を対象とした臨時特別給付「金」の議論、新紙幣印刷開

始や新 500円硬貨流通など、お「金」にまつわる話も数多く話題に上がった。 

（応募者が「金」を選んだ理由の概要） 

  

 

 

 

 

 

 

 

長く暗いコロナ禍において開催された東京オリンピック・パラリンピックでの日本人選手の活躍や、 

各界で打ち立てられた「金」字塔がひときわ輝くニュースとなった年 

金（キン・コン／かね・かな・こがね） 
意味 ①かなもの。鉄・銅などの鉱物の総称。②きん。こがね。おうごん。③りっぱな。美しい。④ぜに。通貨。おかね。 

⑤五行の一つ。⑥七曜の一つ。金曜。⑦将棋の駒(こま)の「金将」の略。 

     （（公財）日本漢字能力検定協会発行 『漢検 漢字辞典 第二版』・Ｗｅｂサイト「漢字ペディア®」より） 
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2021年「今年の漢字®」トップ 20 
 

長く暗いコロナ禍にある社会を照らす明るいニュースとなった東京オリンピック・パラリンピック

を主な理由とし、「金」と「輪」が大接戦となりました（1位と 2位の票差は 118票で過去最少）。 

また、昨年 2020年のトップ 20の漢字のうち、「耐」「病」「禍」「密」「苦」などコロナ禍を象徴する

漢字が引き続きランクインしているものの、ワクチン接種が進み感染者数が落ち着いてきたことに

より、「菌」「疫」「粛」「離」などの漢字に代わって、昨年は見られなかった「楽」「希」「明」といった明

るいイメージを持つ漢字が上位に並びました。 

なお、「翔」「明」は、今回 27回目にして初めてトップ 20に入りました。 

※応募総数 223,773票  

 

  *は、2020年「今年の漢字」トップ 20に入っていた漢字です。 

 

1位 「金」 （キン・コン／かね・かな・こがね） 10,422票（4.66％）    

2位 「輪」 （リン／わ） 10,304票（4.60％）    

3位 「楽」 （ガク・ラク・ゴウ・ギョウ／たのしい・たのしむ・ 

かなでる・このむ） 

6,165票（2.76％）    

4位 「変」 （ヘン／かわる・かえる） 5,605票（2.50％）  * 

5位 「新」 （シン／あたらしい・あらた・にい・さら） 4,738票（2.12％）  * 

6位 「翔」 （ショウ／かける・とぶ） 3,577票（1.60％）    

7位 「希」 （キ・ケ／まれ・こいねがう） 2,941票（1.31％）    

8位 「耐」 （タイ／たえる） 2,923票（1.31％）  * 

9位 「家」 （カ・ケ／いえ・や・うち） 2,814票（1.26％）  * 

10位 「病」 （ビョウ・ヘイ／やむ・やまい） 2,812票（1.26％）  * 

   

11位 「明」 （メイ・ミョウ・ミン／あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・ 

あきらか・あける・あく・あくる・あかす） 

2,709票（1.21％）    

12位 「結」 （ケツ・ケチ・ケイ／むすぶ・ゆう・ゆわえる・すく） 2,626票（1.17％）    

13位 「禍」 （カ／わざわい・まが） 2,393票（1.07％）  * 

14位 「五」 （ゴ／いつ・いつつ） 2,170票（0.97％）    

15位 「密」 （ミツ・ビツ／ひそかに・こまかい） 2,136票（0.95％）  * 

16位 「幸」 （コウ／さいわい・さち・しあわせ・みゆき） 2,128票（0.95％）    

17位 「復」 （フク／かえる・かえす・また・ふたたび） 2,068票（0.92％）    

18位 「苦」 （ク／くるしい・くるしむ・くるしめる・にがい・にがる・ 

にがな・はなはだ） 

1,840票（0.82％）  * 

19位 「勝」 （ショウ／かつ・まさる・すぐれる・たえる） 1,796票（0.80％）    

20位 「命」 （メイ・ミョウ／いのち・おおせ・みこと） 1,779票（0.80％）  * 
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2021年「今年の漢字®」に「金」を選んだ理由 

※応募者の記述をご紹介します。 

◆ 東京オリンピック、パラリンピックは選手が大活躍で怒
ど

涛
と う

のメダルラッシュでした。特に金メダルは想定外の

獲得数で驚きの一言でした。コロナウイルス関連の暗いニュースの中、明るいニュースで多くの感動をもら

いました。                                                （神奈川県／82歳） 

                                             

◆ 東京五輪で「金」メダル過去最多数獲得。コロナ禍で困窮し、生活資金、給付金、支援金などお「金」が話題

になっている。                                              （山形県／73歳） 

                                               

◆ 大谷選手の MVP獲得はまさに金メダルに匹敵するし、東京五輪でも多くの若手選手の活躍で最多の金メ

ダル獲得に結びついたので暗い世相から輝かしい金が生まれたと言えるのではないかと思う。 

（滋賀県／70歳） 

 

◆ 東京五輪・パラリンピックでの金メダルラッシュ。18歳以下への実質 10万円給付、原油や食品などの値上

げ、バラマキ政策継続など、カネに関心や話題が集まった 1年だった。           （茨城県／70歳）  

                                              

◆ オリンピックとパラリンピックで、金メダルを獲得した選手がたくさんいた。また、新しい紙幣の発表があり、

11月には新 500円硬貨が発行されたため。                            （大阪府／65歳） 

                                               

◆ オリンピックで金メダルの話題で盛り上がったこと。何かとお金にまつわる話題が多かったこと。小室家の金

銭問題、眞子さんの一時金辞退。政治もお金に絡む問題が多かった。            （奈良県／61歳） 

   

◆ オリパラのメダルラッシュ、松山英樹、大谷翔平、藤井聡太らの金字塔、政府も民間もお金が不足。 

（兵庫県／60歳） 

 

◆ 東京オリンピックで金メダルラッシュだったので。１年遅れで、しかもコロナ禍で、開催にあたって賛否両論あ

りましたけど…。やはり開催して良かったと思わせた大会だったので漢字一文字は「金」でお願いします。 

（広島県／58歳） 

 

◆ 何と言っても、今年はコロナ禍にあっての東京オリンピック・パラリンピックの開催。日本はオリンピック過去

最多の金メダル数、特に若い人の活躍、新競技でのメダル獲得が印象に残りました。コロナ禍の暗い日常

生活を一時忘れさせてくれたので開催して良かったと思います。                （三重県／57歳） 

◆ 東京五輪での金メダルラッシュは凄
すご

かった！過去最多を更新した。大谷翔平選手や藤井聡太四冠などが金

字塔を打ち立てた。コロナ禍で生活が困窮する方々に多くの支援金があてられた。    （長野県／53歳） 

   

◆ 東京オリンピックが無事開催され、日本のメダル獲得数が史上最多だったから。そして、たくさんの人が自

分なりの金メダルを目指し、前を向いてがんばって、キンキラ金な明るい未来につなげてほしいという願い

もこめて。                                                  （鳥取県／50歳） 

  

◆ 東京五輪の金メダルラッシュ、二刀流大谷翔平の金字塔、新札の印刷開始、日経平均株価好調。 

（北海道／46歳） 
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◆ 今年もコロナ禍で自粛を強いられる中、延期となったオリパラも無観客ながら開催され、兄妹初の金を含む

多くのメダルを取って、コロナストレスを自国開催で解消できたから。             （宮城県／45歳） 

 

◆ 東京オリンピックでたくさんの金メダルを獲得したから。コロナ禍での子育て世帯への給付金や休業の協力

店への補償金などの議論がたくさんあったから。                         （愛知県／40歳） 

 

◆ 東京オリンピックのメダルラッシュがすごかったから！特に、沖縄県と鳥取県の出身者が金メダルを獲得し

たことで、47都道府県全てに金メダリストが誕生したのはすごい記録だと思います。   （香川県／37歳） 

 

◆ 今夏の東京五輪での金メダルラッシュをはじめ、新型コロナにより収入が減少した世帯に対しての経済対策

の実施など、良くも悪くも「金」が世の中を動かしたという印象があるから。          （福井県／33歳） 

 

◆ 東京五輪で金メダルをたくさん取ったこと。コロナ禍で先が見えず、緊急事態宣言も続き、金銭的に苦しい

人の生活苦が続いていること。震災から 10年で、今まで頑張って生きてきた人に金メダルを贈りたいこと。 

（青森県／32歳） 

 

◆ 1年延期された東京五輪。開催には賛否両論あったが、やはりやってよかったと思う。10代の若い子達の

活躍で金メダルがたくさん取れた大会だったと思い、「金」という漢字を選びました。    （岩手県／32歳） 

 

◆ 延期で今年になったオリンピックで最年少金メダリストが生まれて、コロナでは給付金問題、政治や皇室の

お金の問題が度々報道された年だと感じました。                         （愛知県／29歳） 

 

◆ 昨年に続きコロナ禍ではありますが、そんな中開催された東京オリンピックでの金メダルラッシュがとても印

象に残っています。賛否両論だったオリンピックですが、結果的には開催できて良かったと思っています。 

   （大分県／27歳） 

 

◆ オリンピック・パラリンピックで多くの金メダルに沸いた。一方、皇室をめぐる金銭問題や甘利氏の政治資金

問題再燃、アベノマスクの保管費用等、カネについての問題も顕在化した 1年だった。  （東京都／23歳） 

 

◆ 東京オリンピックで過去最多数の金メダルを取ったから。大谷選手やゴルフの松山選手がスポーツ界で金

字塔を立てたから。コロナによるお金のトラブルが一番問題視されたと思うから。      （高知県／18歳） 

 

◆ 私が金という漢字を選んだのは、コロナ禍で国民の気持ちが下向きになり、医療従事者の方も大変な中、

東京オリンピックが開かれ、日本の選手達が国民を元気にしようと頑張っていたからです。その選手達の頑

張りで金メダル 27個という歴代最多の記録を更新できたのも良かったと思います。また、柔道では阿部兄

妹、レスリングでは川井姉妹が金メダルを獲得するという偉業を成し遂げたことにも感動しました。 

（愛知県／18歳） 

 

◆ 東京オリンピック・パラリンピックで 40個の金メダルを獲得し、オリンピックでは史上最多の獲得となったこ

と。野球界でも、アメリカのエンゼルスで活躍する大谷翔平選手が、イチロー選手以来となるレギュラーシー

ズン最も活躍した選手に贈られる MVPに選ばれるなど、スポーツ界での活躍が目立つ一年になったから。 

（熊本県／16歳） 

 

◆ 今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、新種目のスケートボードや柔道、卓球など様々なとこ

ろで多くの金メダルを獲得できたから。                              （鹿児島県／15歳） 
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2位から 10位までの漢字を選んだ理由 

 

２位「輪」を選んだ理由 

日本人選手の活躍で沸き立った東京五「輪」では、スポーツの力で世界が一つの「輪」になることを実感。スケー

トボードなど車「輪」が使われる競技にも注目が集まった。一方、新型コロナウイルス感染症拡大防止や、地球

温暖化対策、SDGｓ、災害支援など、世界規模で「輪」になって協力しあうことがますます必要だと感じた年。 

 

◆ 新型コロナで辛い日々が続いたなか、世界から注目され大きな盛り上がりと成功を収めた東京 2020オリン

ピック。五輪の輪と、コロナ禍における日本と世界の人々の連帯の輪が選定理由です。 

 （北海道／72歳） 

 

◆ コロナ禍であったが、東京五輪が開催され、様々な勇気や感動をいただいた。日本中が丸くつながり、一体

感も生まれたと思う。また、スケートボードや自転車などの車輪の競技も若者を中心にメジャーになり、人気

が出た。                                                  （京都府／56歳） 

 

◆ コロナ禍で人となかなか会うことができない期間が続いたが、コロナも収束してきて、また飲み会など、会い

たい人と輪になって楽しみたいという思いから、輪にしました。                 （愛知県／53歳） 

 

◆ 東京五輪をテレビで観戦。若者がクルクルよく回る競技が多くて度肝をぬかれる。地球温暖化解決の輪が

世界中に広がる中、日本は COP26で「化石賞」。その輪から取り残される。街で行き交う人々の胸には、

SDGsのカラフルな「輪」のピンバッチが光る。活動の輪が広まることに期待。        （京都府／51歳） 

 

◆ コロナで大変な時代ですね。いろいろイライラしたり、泣いたり、不安な日々です。そんな時「東京オリンピッ

ク」を TVの前で観戦し、家族みんなで泣いて、笑って応援しました。なんだか心が和らぎ、家族の輪ができ

ました。選手のみなさんには「ありがとう」でいっぱいです。いろいろなことがありますが、あったかい輪が、

笑顔の輪が増えていくことを願います。                               （青森県／44歳） 

 

◆ コロナ禍で東京オリンピック・パラリンピックが開催され、沢山のメダルを日本勢も獲得することができ、アス

リート達の 5年間の努力が実を結ぶ瞬間を見ることができました。ボランティアや運営の方々が諦めなかっ

たこと、世界中の人々が一つの輪になり次のパリへとバトンをしっかり渡すことができたので、つながる「輪」

という文字を選びます。                                         （京都府／37歳） 

 

◆ これまでにないコロナ感染急拡大が続き、直前まで開催が危ぶまれた東京オリンピックが何とか開催され

たから。暗いニュースが続く中、東京オリンピック開催をきっかけに、国境を超えて世界中が一致団結できた

ことは大きな出来事だと思う。そして、ワクチン接種の機会の確保や生活困窮者への食品等の配布のほ

か、大雪や大雨、台風や土石流など各地で度重なる自然災害による被災者への支援の輪が広がったことも

踏まえて選択した。                                            （新潟県／29歳） 

 

◆ 東京五輪の「輪」、V6の『WAになっておどろう』の「輪」、コロナ禍の中オンラインで世界と繋がり、みんなで

コロナに勝とうとする絆の「輪」という意味です。                          （長崎県／15歳） 

 

◆ 東京五「輪」が無事開催され、ブルーインパルスが描いた五「輪」の「輪」を見た時、とても感動しました。去

年出来なかった運動会では学年みんなで「輪」になり、踊れて本当によかったです。    （東京都／9歳） 

                                                

                                             



6 

３位「楽」を選んだ理由 

コロナ禍も 2年目を迎え、感染対策を講じつつ、家族や友達などと「楽」しく過ごす方法を模索する人も増えた。

10月には緊急事態宣言が明け、今まで控えていたレジャーや学校行事等で「楽」しい思い出を作れたという人

や、これから感染者数が落ち着き、明るく「楽」しい生活が送れるのではと期待する人も。 

 

◆ 昨年と同様にコロナ禍でありましたが、少しでも楽しいことが増えていくように願って。後半は楽しいこともあ

りました。講談を見に行けた。                                     （愛知県／53歳） 

 

◆ 楽しいことを考え、制限なども少し楽になった今年。草冠をつけて、薬にもなるこの漢字が今年を表すと思っ

たから。                                                  （静岡県／47歳） 

 

◆ コロナで生活様式が変わった中でも、新たな楽しみを多く見つけることができたから。   （石川県／32歳） 

 

◆ 去年よりもコロナが落ち着き、行事などが多く行われ、楽しさを感じられた年だったから。オリンピックも開催

され、コロナ禍でも楽しめた人は多いと思う。                            （広島県／18歳） 

 

◆ 今年は日本でオリンピックも開催できたし、去年より行事も開催できた。自分は去年より楽しい思い出ができ

たから楽と言う漢字にしました。去年は学校の臨時休校もあったからみんなとも会えた今年の方がいい年だ

と思った。                                                （神奈川県／14歳） 

 

４位「変」を選んだ理由 

新型コロナウイルスの「変」異株が次々と登場し、感染拡大におびえた年。COP26では気候「変」動について世

界が議論を重ね、気候「変」動研究の先駆者であった真
ま

鍋
なべ

淑
しゅく

郎
ろ う

氏はノーベル物理学賞を受賞した。また、日本

の首相は、菅氏から岸田氏に「変」わった。 

 

◆ デルタ・オミクロン等の新型コロナ変異種におびえる一年であったとともに、今年に変更された東京五輪の

開会式は、関係者の失言が重なり大幅な変更を余儀なくされた。また、梅雨入りが早まるなど気候変動が

続き、その気候変動をいち早く説いた日本人科学者たちがノーベル物理学賞に輝いた。（大阪府／68歳）                                                   

 

◆ 気候変動・ウイルスの変異・ジェンダー意識の変容等、良くも悪くも変化のスピードと影響が大きい一年だっ

た。                                                     （愛知県／56歳） 

 

◆ 新型コロナウイルスの「変」異株（アルファ株・デルタ株・オミクロン株）。新型コロナウイルス感染者数増加に

よる生活の「変」化。アメリカ合衆国大統領がジョー・バイデン氏に「変」わる。日本の首相が菅義偉氏から岸

田文雄氏に「変」わる。世界各国で様々な異「変」があった（ミャンマーのクーデター・温暖化による異常気象

など）。大谷翔平選手によるリアル二刀流でメジャーリーグに「変」化があった。       （北海道／50歳） 

 

◆ 変化を求められる、変化を遂げてきた 1年に感じたから。ステイホームでの東京五輪観戦。岸田内閣発足。

コロナワクチン接種が進んだこと、SDGsの必要性が広まったこと。喜ばしいことなのに、あまり歓迎ムード

ではなかった眞子様のご結婚等、今までとは違う変化があったからです。来年はもっと多様性を受け入れる

愛のある社会、地球を大切にする社会になるようにと願いを込めて「変」を選びました。  （千葉県／33歳） 

 

◆ 今年は SDGsなど、気候「変」動について考えさせられる年だったし、ジェンダーや障害を持っている方に対

しての考えも｢変」化したし、アメリカ合衆国の大統領がトランプ大統領からバイデン大統領に｢変」わったり、

内閣総理大臣が岸田文雄氏に｢変」わったりして様々な「変」化があった年だから。   （神奈川県／13歳） 
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５位「新」を選んだ理由 

「新」型コロナウイルスの「新」しい変異株が次々と登場し、「新」しい生活様式が浸透した一年。さらに、日本では

「新」首相が、アメリカでも「新」大統領が就任した。「新」庄ビッグボスの北海道日本ハムファイターズ監督就任、

「新」垣結衣さんの結婚など、「新」のつく著名人に注目が集まった。 
 
 

◆ 自民党新総裁、立憲民主党新党首が決まる。新型コロナの新たな変異株オミクロン株の発生。東京オリン

ピックで新種目が加わり新しいヒーローが誕生。                        （京都府／58歳） 

 

◆ 新型コロナの猛威、新総理誕生で新しい資本主義、新横綱誕生、東京五輪新種目で複数メダル、プロ野球

で新人選手が多数活躍、新庄監督誕生、新垣結衣さん結婚、シン（新）エヴァ完結など。今年はスポーツ界

で「新」を多く感じた一年で、大谷翔平選手は新時代の扉を開く大活躍でした。      （大阪府／52歳） 

 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大に翻弄され、「新しい生活様式」を送る日々のなか東京オリンピックが開催さ

れ、新しい世代、新しい競技に注目が集まり、新しいヒーロー、ヒロインも誕生。年末にかけては BIG BOSS

こと新庄新監督が暗い世相を吹き飛ばす新しい戦略で野球界を盛り上げている。そして、愛子内親王が成

人し、新しい皇室のあり方を進めていってほしいため。                     （北海道／48歳） 

 

◆ 新型コロナウイルスの流行。流行に伴う新しい生活様式の確立。新 500円硬貨発行。日本ハム、新庄剛志

監督就任。新内閣の発足。                                       （熊本県／39歳） 

 

◆ コロナワクチンが普及し、ウィズコロナという新たな時代になったこと。岸田新内閣が発足したこと。大谷翔

平選手が投打 5部門で「100」を突破して新記録を達成し、MVPに選ばれたこと。東京五輪では金銀銅合わ

せて 58個のメダルを獲得し、史上最多の新記録になったこと。星野源と新垣結衣の「逃げ恥婚」が話題とな

ったこと。                                                  （東京都／18歳） 
 

６位「翔」を選んだ理由 

大リーグでの大谷「翔」平選手のリアル二刀流による大活躍が、多くの人に勇気と喜びを与えた。オリンピックで

のスケートボードのテクニカルな「翔（ジャンプ）」も印象的。 

◆ この 1年、MLBの大谷翔平選手の連日の活躍が、「翔タイム」という新しい言葉とともに米国から伝えられ

た結果、日本でも全国民を興奮させてくれた功績を称えたい。また日本人プレーヤーとして、初の満票でア

メリカンリーグの MVPに選ばれたことも評価したい。                      （大阪府／80歳） 

◆ メジャーで大活躍の大谷翔平。東京五輪のスケボーでメダル獲得へと空中に翔
と

んだ若者。コロナ終息後、

国内外の観光地へ翔んでいけるように・・・。                            （青森県／73歳） 

 

◆ 今年はなんと言ってもエンゼルス大谷翔平選手のリアル二刀流の活躍や、東京オリンピックでのアスリート

たちが、初採用競技のスケボーをはじめ、卓球、柔道、新体操、各球技などで舞い上がり駆け巡って大活躍

して、さまざまな飛翔を思わせるシーンがあった年だと思い、この漢字を選びました。   （愛知県／51歳）                                                   

 

◆ 五輪で世界中の選手が躍動したこと、大谷翔平選手が MLBで MVPという活躍を見せたこと、コロナも落ち

着きだし、社会活動が戻ってきて、新しい未来が見えてきたこと。それらから、世界が新しい時代に翔んでい

けるよう願いを込めて。                                        （神奈川県／44歳） 

 

◆ 新型コロナウイルスが収まり、国民が解き放たれ「翔」びだしているから。東京オリンピックで、たくさんの選

手が飛躍的活躍をしたから。大谷翔平選手の活躍、「翔」タイムに心躍らせたから。    （富山県／25歳） 
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７位「希」を選んだ理由 

コロナ禍は続いているものの、オリンピックや大谷選手の活躍、ワクチン接種が進むなど、「希」望が持てる出来

事も数多くあった一年。来年は明るい年になる「希」望を込めて応募する方も多くいた。 

 

◆ コロナ禍が続きましたが、一年を振り返ると良いニュースもあり、オリンピックや大谷翔平選手の活躍、ノー

ベル賞そしてワクチンの効果でしょうか感染者数の減少、治療薬開発とか少しずつ良い方向が見えてきた

ので希望の「希」にしました。                                      （滋賀県／69歳） 

 

◆ コロナワクチン接種が始まり、先の未来に少しばかりの光明が見えて来ました。東京オリンピックも開催され

希望に満ちた未来が見えました。新しい内閣が誕生し、未来へとつながる政治を行ってほしいと思います。

希望の「希」、明るく希望あふれる未来へとつながりますように。                （静岡県／54歳） 

 

◆ 今年は新型コロナウイルスのワクチン接種によって、日本国民が希望を持てたのではないかと思います。

夏には東京オリンピックが開催され、日本人選手の活躍によって、世界がコロナウイルスで大変な状況の

中、沢山の感動や希望を与えてくれました。暗い気持ちや不安な気持ちが明るい光に変わり、希望を持て

た一年だったと思います。                                        （埼玉県／34歳） 

 

◆ 大谷選手の二刀流の活躍などコロナ禍で暗い中でも希望を感じる出来事があった。ワクチンの普及で少し

だけ希望が見えた。さらに、長いコロナ禍の夜明けを「 希
こいねが

う」。                 （兵庫県／28歳） 

 

◆ コロナ禍で二つの希望が見えたと思ったからです。一つは東京オリンピックでの多くの選手の活躍、もう一

つはコロナワクチンの接種開始です。                                （東京都／19歳） 

 

 

 

８位「耐」を選んだ理由 

昨年に続き、コロナ禍による行事の中止、旅行や会食ができないことに「耐」えた一年。新型コロナウイルスのワ

クチン接種が進むことで「耐」性がついたものの、副反応に「耐」えなければいけない人も数多くいた。 

 

◆ 昨年からのコロナ禍で行事の中止、子供たちの帰郷、仲間との旅行、会食等、みんな自粛してきました。よ

うやく落ち着いてきました。みんな我慢して耐えたからです。                  （新潟県／71歳） 

 

◆ コロナ禍でワクチンの副反応や緊急事態宣言の延長での自粛生活に耐えなければならない一年であり、新

型コロナ感染症罹患者や死者が急増し、悲しみに耐えることが多かった。         （愛知県／62歳） 

 

◆ 自分も家族も日本の皆さんも世界中の方々も、踏ん張りどころです。特に、ここ２年はコロナ禍で散々です。

極力、ステイホームもやっていたし、自粛しっぱなしでした。皆さん、頑張って！必ずや救われると信じてい

ます。耐えて皆で支えあっていきましょうよ。                            （福島県／54歳） 

 

◆ コロナ禍にて、みんな耐える。ワクチンで耐性をつける。日本が一つになって、この時代をこらえる。 

（埼玉県／47歳） 

 

◆ コロナ感染症が少し収まったと思えば、第 3波、第 4波と感染の波がやってきた。国民にストレスがたまる

中、全員が耐えた。ワクチン接種に関しても、副反応の不安にも耐え、ワクチン接種後も、会食などは我慢

し、耐える一年となりそうだから。                                   （広島県／27歳） 
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９位「家」を選んだ理由 

昨年に続き、外出自粛やテレワークなどにより「家」で過ごす時間が増えた。東京オリンピック・パラリンピックを

観戦するため「家」で過ごす時間が増えた人も。 

 

◆ コロナ禍の緊急事態宣言のため家にいることが多く、せっかく東京で行われたオリンピック・パラリンピックも

家での観戦。1年にわたって家にいた記憶しかない。                       （東京都／64歳） 

 

◆ 昨年以上にリモートワーク化が進み、オリンピック・パラリンピックも無観客で、家での観戦となったので。 

（千葉県／44歳） 

 

◆ もちろん昨年に続きコロナ禍でおうち時間を過ごすことが多くなったこと、最初はつらかったのにだんだんお

うち時間の過ごし方をいかに充実させられるかが楽しくなっています。DIYや手の凝った料理、おそうじ、い

つもはやらないことをお家でいかに楽しくできるか！！                    （神奈川県／30歳） 

 

◆ この 2年間コロナに翻弄され大好きなゲームイベントもなくなり、家族旅行や外食も、ほとんど行かなくな

り、近隣のデパートやゲームセンターも夜 8時までと時短営業、せっかくの成人式も先延ばしで無くなり、そ

のお陰で家にいることが多くなり、小さいグチを言いながら引きこもり生活を余儀なくされたから「家」にしま

した。                                                    （栃木県／21歳） 

 

◆ ステイホームで、家族でトランプをしたり、焼肉をしたり、家族の絆が深まった一年でした。また、お父さんや

お母さん、お兄ちゃんがコロナウイルスに感染し、具合が悪くなったり、命が無くなったりしたらと不安な気持

ちになり家族が大切だと実感しました。だから、家、家族の「家」にしました。         （北海道／10歳） 

 

10位「病」を選んだ理由 

昨年以上に、新型コロナウイルス感染症によって重症者や亡くなられた方が増加するなど、コロナによる「病」へ

の不安を感じながら過ごした方も引き続き多かった。入院患者の急増で「病」床が足りなくなるなど、医療体制の

逼
ひっ

迫
ぱく

も問題になった。 

 

◆ コロナ感染症にまつわる病気の数々もそうですが、最前線で闘ってくださっている病院関係者の方々への

敬意も込めて。                                              （青森県／52歳） 

 

◆ やはりコロナが主な年だったと思う。ニュースを見れば、感染者、ワクチン接種、流行のこと、コロナによるお

店への影響などをいつもやっていた、そんな年だった。コロナという「病」の年だったと思う。 

（宮城県／40歳） 

 

◆ コロナウイルスによって病院、病院関係者の方々が振り回されて大変な思いをされたから。 

（熊本県／36歳） 

 

◆ 昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、病床数の逼迫が相次いだから。 

（新潟県／29歳） 

 

◆ コロナウイルスが流行し、今はおさまっているけれど、オミクロン株がでてきたり、まだ海外では増え続けて

いるので安心できないと思ったから「病」を選びました。                    （和歌山県／17歳） 
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2021年「今年の漢字®」 実施概要 

募集概要 

◆募集期間 2021年 11月 1日（月）～12月 6日（月） 

◆募集方法 ・はがき 

・インターネット（「今年の漢字」特設応募サイト https://www.kanken.or.jp/kanji2021/） 

・応募箱（清水寺、書店、図書館など全国 1,300箇所以上に設置） 

・団体応募（郵送・データ） 

◆募集内容 2021年の世相を表す漢字一字と、選んだ理由 

 

結果発表 

◆発表日 2021年 12月 13日（月） 

◆発表場所 京都・清水寺  

※揮毫により発表された漢字は、12月 22日（水） 18時まで、清水寺本堂に展示。 

その後、漢字ミュージアムに場所を移し、12月 23日（木） 11時から展示します。 

◆応募総数 223,773票  （参考：2020年は 208,025票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今年の漢字」揮
き

毫
ごう

について 

・ 揮毫者 清水寺 森 清範 貫主 （きよみずでら もり せいはん かんす）  

・ 筆  牛耳兼毫筆（ぎゅうじけんごうふで） ※広島県熊野産 

毛…白天尾（しろあまお）長さ 11.5㎝ 直径 4.5㎝ 

軸…長さ 26㎝ （一番太いところの直径は約 5.5㎝） 

・ 墨  奈良県産 

・ 紙       黒谷和紙®（くろたにわし）（縦 150㎝×横 130㎝）  ※京都府産 

            2019年に 25 回目の発表を記念し、京都府の伝統工芸である黒谷和紙を使用すること

としました。京都府染織・工芸課のご紹介により、黒谷和紙協同組合の職人の方々の

ご指導の下、将来、職人を目指す京都伝統工芸大学校の学生たちに手漉き（てすき）

していただきました。 

 

「黒谷和紙」とは  

黒谷和紙は京都府綾部市黒谷町・八代町と、その周辺地域でつくられた紙です。 

黒谷はおよそ 800年前から住民が紙に携わる、紙漉きの里として栄えてきました。 

良質な楮（こうぞ）を原材料として、職人により「手漉き」で、1枚 1枚が丁寧に 

つくられます。黒谷和紙は丈夫で強く、長持ちするのが特長で、大正時代には 

政府から日本一強い紙として認められ、昨今では、建築素材としても注目されています。 

 

内訳 票数 

個人応募 

はがき 2,090票 

インターネット 15,490票 

応募箱 81,521票 

団体応募 
郵送 62,489票 

データ 62,183票 

合計  223,773票 
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本行事は 12月 12日「漢字の日」の年中行事です 

・ 「漢字の日」 

漢字への関心・理解を深めると同時に、日本文化への認識を深める日として制定。 

毎年、全国公募によりその年の世相を表す漢字一字を発表することで、一年を振り返りながら、漢字に込めら

れた奥深い意義を認識する機会を創出します。 

・ 12月 12日（いい字一字） 

「いいじいちじ」と読み、毎年「いい字」を少なくとも「一字」は覚えてほしいという願いを込めています。 

 

 

12月 23日(木)から「漢字ミュージアム」で 2021年の大書「金」を展示！ 

京都・祇園にある漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）では、1 階正面に最新の「今年

の漢字」の大書を展示しています。 

2021年 12月 23日（木）からは、本日発表した 2021年「今年の漢字」第 1位の「金」を 1階正面

に展示いたします。 

URL： https://www.kanjimuseum.kyoto/  

 

 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会とは 

日本漢字能力検定協会は、社会生活に必要な日本語・漢字の能力を高め、広く日本語・漢字に対する尊重の

念と認識を高めることを理念に、「漢検」をはじめとする能力育成事業や、漢字文化への普及啓発、調査研究を行

っています。1975 年に京都を本部として設立し、1992 年には当時の文部省より財団法人として認可されました。

1995年には「今年の漢字」を開始、その後、2013年に内閣府より公益財団法人として認可されました。 

2020 年度には、「漢検」を受検した人※がのべ 5,000 万人、合格した人がのべ

2,500 万人に到達。それを記念して、2021 年 12 月 10 日（金）に、「5,000 万人の漢検

ストーリー特設サイト」を公開しています。 

URL：https://www.kanken.or.jp/kanken/50million-kankenstories/ 

※当日欠席した人や棄権した人も含みます。 
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≪「今年の漢字」に関するお問い合わせ先≫ 

公益財団法人日本漢字能力検定協会 「今年の漢字」係 

メール：planning@ic.kanken.or.jp 

お問い合わせ窓口：   0120-509-315（無料） 

お問い合わせ時間：月～金 9：00～17：00（祝日・お盆・年末年始を除く） 

過去の「今年の漢字®」と選定理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「黒谷和紙」は黒谷和紙協同組合の登録商標です。 

「今年の漢字」「漢字ペディア」「漢検」は登録商標です。 


